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　日増しに暖かさも増し、木々の緑が鮮やかに色め
く季節となってまいりました。
　本日、第３７回東播用水土地改良区通常総代会を開
催いたしましたところ、３月上旬に執行されました
総代選挙において当選されました新総代の皆様方に
は、ご就任早々、大変お忙しい中お繰り合わせ御出
席をいただきまして誠にありがとうございます。
　また、ご来賓の皆様方には、年度末、公務御多忙
の中にも関わりませず御臨席賜りましたことに、心
から御礼申し上げますとともに、平素より格段の御
指導、御高配を賜っておりますことに、重ねて厚く
お礼を申し上げます。
　昨年のかんがい期は平年並みで適時に降雨があり、
水源であります大川瀬ダム、呑吐ダムの貯水も順調に
管理され大きな用水不足もなく、組合員の皆様のご尽
力、ご協力により無事かんがい期を乗り切ることが出来
ました。本当に有難うございました、感謝に耐えません。
　しかし、その後の降雨が少なく各ダムの貯水状況も
悪化し渇水対策として、この１月、２月にかけて、上水
道について呑吐ダム取水量を制限するなどの対策を講じ
つつ、降雨を期待しておりましたところ、後に川代ダム流
域において適当な降雨、降雪に恵まれ大川瀬ダム、呑
吐ダムともに良好な貯水状況に回復しておるところです。
　さて、国においては、「新食料・農業・農村基本
法」を制定し、農業の持続的発展はもとより、国土
保全や水田かん養、自然環境の保全や良好な景観形
成など農村・農地・水利施設などが有している「多
面的機能の発揮」について強く推進することとし、
２１世紀初頭における農業・農村政策の基本理念が示
されたところであります。
　本土地改良区においても、水環境や地域用水と
いった多面的な「用水」との関わりを大切にし、国
営造成施設管理体制整備促進事業の一環として、地
域環境保全推進活動を進めており、平成１９年度まで
に６自治会、１法人と協定書を締結し、８箇所の水
路施設の維持管理作業をしていただいています。平
成１９年度から実施されております農地･水･環境保全
向上対策との連携を図ることによって、さらに本区
が管理する水利施設に対する重要性が地域住民に再
認識されるものと期待し、大変喜んでおります。

　関係各位のご理解に対し敬意を表する次第です。
　また、地球温暖化という環境問題が地球的規模で
対策が必要というように言われておりますが、この
ことに関連します補助事業として兵庫県土地改良事
業団体連合会が事業主体となって農業用水水源地域
保全対策事業を平成１９年度から実施されており、普
及啓発活動を促進するため、本区に置きましても川代
ダムの集水地域である篠山市の森林と水に着目して調
査・研究・交流を促進することから始めているところです。
　国により直轄で管理して頂いております基幹施設
と本土地改良区が管理しています主要な施設につい
て、経年変化による老朽化が進行しているため、そ
の健康診断のような調査として、国によりますス
トックマネージメント事業を実施して頂いており、
その結果によって将来を見据え計画的に整備計画の
構想と平成１９年度から基金を造成しております基盤
安定基金が深く関係しておりますので、引き続きご
理解を頂かなければならないと考えております。
　昨今、食の安全、安心に関する様々な問題が顕在
化し、食料の安定供給のため、水利施設を今後とも
守っていかなければならないという使命の重要性を
改めて意識しなければならないところですが、農産
物価格の低迷、農家の高齢化などの進展から水利施
設の維持管理に対し農家のこれ以上の負担増は認め
難い状況になっています。
　このような状況下において、国と地方において地
方分権改革として地方農政局の機構、国営事業廃止
などが議論されているものですが、国民への食料の
安定供給をささえてきた基幹的水利施設の整備につ
いて、地方で賄っていけるのか、そして国民、国家
的要請である食料自給率の向上について地方が責任
をもてるのか、大いに危惧するものです。
　このような動きに対する要請活動を展開したいと
考えますので総代の皆様のご理解を頂きますようお
願いするものです。
　本日ご審議いただきます案件には、これまでの２
年間協議を進めてまいりました維持管理費の賦課基
準の見直しを行い、本日の総代会にて規程改正につ
いて提案させて頂いておりますので、是非ご承認を
頂きますようお願い申し上げます。
　最後になりましたが、役員の任期が５月１２日をもって
満了いたしますので、本日、選任議案を上程させて頂
きます他、予算関係の議案、維持管理事業関係の議案
等々、慎重審議いただき、ご承認を賜りたいと存じます。
　以上、意を尽くせませんが、よろしくお願い申し
上げ開会のごあいさつといたします。

平成２０年３月２８日

－２－

理　事　長

加　古　房　夫

東播用水土地改良区　第３７回通常総代会　開会挨拶
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　平成２０年３月２８日、三木市役所に於いて第３７回通常総代会を開催、総代定数８０名中７１名出席、来賓として

近畿農政局淀川水系土地改良調査管理事務所藤田栄一次長、兵庫県土地改良事業団体連合会安部優吉常務理

事、兵庫県農林水産部農林水産局農地整備課二位孝夫課長、以下国・県・市町等関係者多数のご臨席のもと、

大村伊三夫常務理事の開会宣言により開会、議長に寺本　浩総代（西区押部谷町養田）、議事録署名人には

花房正幸総代（加古川市八幡町中西条）、橋本幹雄総代（稲美町野寺）を選任し議事に入り、慎重に審議さ

れ提出しました全議案は原案どおり可決決定されました。

提出議案
第１号議案　平成１８年度事業報告並びに一般会計・特別会計収支決算及び財産目録について

第２号議案　諸規程の一部改正について

第３号議案　平成１９年度一般会計・特別会計収支補正予算の理事会専決処分の承認について

第４号議案　平成２０年度基盤安定基金積立金特別会計の設置について

第５号議案　平成２０年度事業計画について

第６号議案　平成２０年度賦課金の賦課徴収について

第７号議案　平成２０年度加入金について

第８号議案　平成２０年度役員及び総代の報酬・日当について

第９号議案　地区除外決済金額について

第１０号議案　平成２０年度一般会計・特別会計収支予算について

第１１号議案　平成２０年度一時借入金の限度額及び借入方法について

第１２号議案　平成２０年度余裕金及び積立金の預入先について

第１３号議案　役員選任について

　組合員の皆様には、新緑の季節となり益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。

　さて、私、加古房夫は２０年前になりますが、前大原理事長の後を引き継ぎ理事長に就任以来、国営東播用

水事業の完工、加古川水系広域農業水利施設総合管理事業の着手、さらには水源地である篠山市関係者との

対話交流促進などのほか、国営事業費農家負担軽減対策に奔走するなど多くの思いが頭をめぐらせます。

　国営事業や付帯県営事業等で造成した施設も古いものは４０年を経過しているものもあり、淡河川・山田川

疏水関係施設の老朽化が特に進行しているため、改修、補強の必要性を感じており、必要な調査、検討を進

めなければならないと考えます。

　施設整備事業の実施も視野に入れながら事業構想を描く時期に来ていると思いますので、新理事長ととも

に役職員の皆様にこの思いを託したいと思います。

　これまで、大過なく理事長の職を全うできましたことは、関係機関のご指導、組合員並びに役員各位のご

協力の賜物と思っております。誠に感謝にたえません。平成２０年５月１２日の任期満了を持って退任すること

になりました。

　東播用水土地改良区の益々の発展、組合員各位のご健勝、ご多幸をお祈りし退任のあいさつと致します。
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第３７回　 通 常 総 代 会

理事長退任あいさつ



１、配水管理を適切に行う。
�管理体制を整備し配水地域の水利用調整を適
切に行う。
ア）配水溜池等の個所　　　４９１ヶ所
イ）配水予定地区面積　７，３８１ｈａ（約９９．５％）
　（明石川、淡河川等の河川放流地域、及び
加古川市全域を含む。）
ウ）節水に対する意識の高揚と啓蒙を図る。

２、加古川水系広域農業水利施設総合管理事業の
円滑な実施、推進に協力する。
３、水利施設の維持管理を適切に行う。
�東播用水土地改良区維持管理事業計画書及び
関係諸規程を遵守し、施設の保守点検、整備、
その他日常の管理業務を適切に行う。

　主要施設概要
ア）用水路　　　　　　２３路線（約３７０�）
イ）揚水機場　　　　　２４機場
ウ）頭首工　　　　　　２ヶ所
エ）遠方監視制御施設　２９局（セミループ局
を含む。）

�直轄補修整備、改修工事を計画的に実施する。
４、土地改良施設維持管理適正化事業を計画的に
実施する。
５、国営造成施設管理体制整備促進事業（管理体制
整備型）「東播用水地区」を円滑に推進する。
　強化支援事業費　４５，６００，０００円
�多面的機能発揮のための維持管理業務
�多面的機能発揮のための高度化施設及び予防
保全対策工事を計画的に行う。
�水利施設のライフサイクル延長のため予防保
全対策工事を計画的に行う。
�管理体制整備推進協議会の運営と地域住民参

画による管理体制整備を推進する。
６、新農業水利システム保全対策事業（東播用水地
区）を円滑に推進する。
�管理省力化施設整備事業（県営）の推進に協
力する。
ア）遠方監視制御施設整備
イ）幹支線水路制水弁等整備
ウ）その他関連付帯施設整備

�農業水利施設保全計画策定事業（区営）を計
画的に実施する。

７、水利施設の補修整備、改修計画を樹立する。
�長期整備計画樹立のための調査、検討を進める。
�近畿農政局が実施する広域基盤整備計画調査
に協力する。
�近畿農政局が実施するストックマネージメン
ト事業による施設機能診断に協力する。

８、県営等事業造成施設の管理委託又は譲与に関
する協議調整を推進する。
９、関連事業及び他事業による改築追加工事等、水
路整備に関する協議調整を行う。

１０、未収賦課金を役員・総代・水利委員等の協力
を得て徴収に努める。

１１、維持管理費及び地元負担の軽減のため、調査、
研究に努める。　

１２、水源地域の人々と水を利用する人々との交流
の促進を図る。
�２１世紀土地改良区創造運動を推進する。
�東播用水「水と緑の交流」実行委員会の事業
推進に協力する。
�農業用水水源地域保全対策事業（普及促進対策）
ひょうご地区（加古川水系）の事業推進に協力する。

－４－
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１．経常賦課金

　�徴収範囲　　平成２０年４月１日現在：東播用水土地改良区の地区内にある全受益地

　�賦課金額　　１０アール当り　１，５００円（基盤安定基金積立金５００円を含む。）

�期 限 平成１９年７月３１日まで

２．維持管理費

　�徴収範囲　　配水可能地区より賦課基準に従い徴収する。

　�賦課金額　　下表のとおり

　�期　　限　　平成２０年７月３１日まで

－５－

（単位　円／１０アール）

井堰掛
（志染川・美の川）

ため池掛�ため池掛�
農地造成�

ため池掛�
農地造成�

ため池掛�
農地造成�

ため池掛�
農地造成�

井堰掛･畑
濃縮地域

項目
区分

３００１，３００１，２００１，０００９００６００６００維持管理費

付記：ため池掛及び農地造成のランク分けについては、前年度より過去５年間の１０ａ当り年平均配水量により決まっており、ため池
掛については�１０�未満、�１０�以上～２００�未満、�２００�以上～６００�未満、�６００�以上～９００�未満、�９００�以上、ま
た農地造成については�１０�未満、�１０�以上～８０�未満、�８０�以上～１２０�未満、�１２０�以上となっている。
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平成２０年度　賦　課　金

維持管理費の賦課基準の改正の概要

　平成２０年度の賦課金で報告しておりますように維持管理の賦課基準に関する規定の改正が

第３７回通常総代会にて可決承認されました。

　この改正は前号の東播用水だよりでもお知らせしましたように、改正前の賦課基準は施行

後１２年が経過し、これまでに路線別水利委員会等において、いろいろな意見を頂き、理事会に

おいても議論されてきましたが、受益地域のほぼ全域が配水可能となってきたことを考慮す

る中で、賦課基準の見直しをする時期であると判断され改正に至りました。

　この賦課基準の改正の概要は別表のとおりで、賦課単価区分の細分化と配水実績量の計算

を規定に基づく年間配水量で行っています。現行賦課基準の基本理念は変わりませんが、実

情を考慮して節水につながる基準の改正を行いましたので、組合員皆様のご理解をお願いし

ます。



－６－
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近畿農政局
　淀川水系土地改良調査管理事務所
 　次長 藤田　栄一
（加古川水系広域農業水利施設総合管理所駐在）　
　加古川水系広域農業水利施設総合管理所
 　所長 安藤　晴夫
　鴨川・大川瀬ダム管理所 　所長 西堀多喜男
　川代ダム管理所 　所長 田渕　俊英

兵庫県
　農政環境部農林水産局農地整備課 　課長 二位　孝夫
　神戸県民局地域振興部神戸土地改良事務所 　所長 安國　庫生
　北播磨県民局地域振興部三木土地改良事務所 　所長 藤田　啓二 

関係市町
　神戸市産業振興局 　参与 安藤　直哉
　神戸市産業振興局農林土木課 　課長 荒間　渉一
　明石市産業振興部 　部長 加澤　博敏
　明石市産業振興部農地整備土地改良担当課
 　課長 宇野　善一
　加古川市地域振興部 　部長 稲岡　安則
　加古川市地域振興部産業振興局農林水産課
 　課長 石原　　淳
　三木市産業環境部 　部長 増田　純一
　三木市産業環境部農業振興課 　課長 中作　　久
　稲美町経済環境部 　部長 橋本　博嘉
　稲美町経済環境部産業課 　課長 山本　平八

関係機関紹介

（別　表）

改　正　後改　正　前

単価（円）
１０ａ当り

配水実績水量幅
１０ａ当り

係数区　分
単価（円）
１０ａ当り

配水実績水量幅
１０ａ当り

係数区　分

６０００．２
井堰
畑

濃縮地区
６５００．３

井堰
畑

濃縮地区

６００
１０�未満

０．２
ため池Ａ

９００
３０�未満

０．８
ため池Ａ

１０�未満農地造成Ａ１０�未満農地造成Ａ

９００

１０�以上　　
～２００�未満

０．８
ため池Ｂ

１，０００

３０�以上　　
～１０００�未満

１．０

ため池Ｂ
１０�以上　　
～８０�未満

農地造成Ｂ

１，０００

２００�以上　　
～６００�未満

１．０
ため池Ｃ

８０�以上　　
～１２０�未満

農地造成Ｃ

１０�以上農地造成Ｂ
１，２００

６００�以上　　
～９００�未満

１．４
ため池Ｄ

１２０�以上農地造成Ｄ

１，３００９００�以上１．６ため池Ｅ１，１００１０００�以上１．２ため池Ｃ

　東播用水土地改良区の事業の円滑な運営、推進等にご指導を賜っております、国・県・市町関係の所長、
部課長各位をご紹介します。



　このたびの異動により豊岡土地改良事務所から転

入してきました安國です。

　東播用水８，０００ｈａの受益地の皆さんとは東播磨農

業水利建設事務所、三木土地改良事務所、さらには

東播用水期成同盟会以来のお付き合いとなりました。

　東播用水も新たな時代を迎えようとしています。

維持、管理、保全の中に地域からも期待される仕組

みづくりが求められており、昨年度から「東播用水

あり方検討会」が行政間で組織され、地域の貴重な

財産である東播用水を将来へよりよい形で引き継ぐ

ことを目的に検討が重ねられてきました。

　サイフォンや分水工を始めそれぞれを結ぶ用排水

路やため池、これらの歴史社会的、文化財的価値に

対し広く理解を求め、多彩な地域の皆さん方と共に

維持保全をしていかなければならない段階にきてお

り、その一環として東播磨地域では「いなみのため

池ミュージアム」と称し各地で相互理解を深めあう

機会が持ちはじめられています。

　幾多の施設を利用した水配分システムと技術、そ

こから生み出している秩序構造そのものが最近海外

でも大いに評価され始めました。施設は費用をかけ

て再建設できなくも無いでしょうが、水利の仕組み

と人材の再構築は不可能に近いと思います。

　そこで、地域に残された自然環境の保全、市民と

の対話のなかで東播用水配水網を軸とした「（仮称）

水の里みち」ネットワーク構想を提案していければ

と考えております。受益地の皆さんのお知恵と工夫

が不可欠となります。

　戦後の農政を根本から見直す平成の農政の大改革

も昨年から始まっております。組織財産、個人資産、

管理組織の維持継承の重責を担っておられる皆さん

に農地・水・環境保全向上対策を始め、これらの施

策がすみずみにまで、浸透し活用していただけるこ

とを祈念しまして、着任にあたりましてのご挨拶と

させていただきます。

－７－

就任のごあいさつ
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�第４２号 東播用水だより 平成２０年５月３０日

　新緑が一段と鮮やかな好季節となりました。水土

里ネット東播用水の組合員の皆様にはますますご盛

栄のこととお喜び申し上げます。

　このたび４月の異動で、姫路土地改良事務所より

三木土地改良事務所に転任してまいりました。よろ

しくお願いいたします。

　当事務所には１２年ぶりの勤務となります。前回お

世話になったころは、国営東播用水農業水利事業が完

工され、その受益地である、三木土地改良事務所管内の

三木市、吉川町、稲美町においては、県営の支線用水路

整備やほ場整備事業を精力的に実施していた時期でした。

　今回勤務いたしまして、農業生産基盤整備がほぼ

出来上がり「つくる」から「つかう」時代に入ってい

ると実感いたしております。

　昨年度から始まりました、農地・水・環境保全向上対

策につきましては貴土地改良区管内において１０８の団体が

精力的に取り組まれ、また個々のため池において、農業

関係者や地域住民が主体的に水辺空間の保全・活用を

図る「ため池協議会」が設立され、ため池を舞台とす

る多彩な活動が展開されています。農業・農村の多面

的機能の発揮や農業の振興を図る上で、周辺住民や消

費者サイドの理解が必要で、こうした活動を、永続的な

取り組みとして展開していただきたいと願っております。

　農業が衰退して国が栄えた歴史はないといわれており

ます。もちろん持続的な農業を展開する上で農業用水が重

要な役割を持っているのはいうまでもありません。今後東播

用水やため池を基軸として、関係市町、土地改良区の皆

様との連携のもとに用水路やため池など地域資源を活用し

た農業農村整備事業を推進してまいりたいと存じております。

　最後になりましたが、貴土地改良区が今後ますま

す発展され、農業を通して地域振興に貢献されます

ことをご祈念し、就任の挨拶といたします。

兵庫県神戸県民局
地域振興部神戸土地改良事務所

所長　安　國　庫　生

兵庫県北播磨県民局
地域振興部三木土地改良事務所

所長　藤　田　啓　二



平成２０年３月５日に無投票により当選された新総代８０名の皆様をご紹介します。
任期は、平成２０年３月２５日から平成２４年３月２４日までの４年間です。

　平成２０年３月２８日に開催された第３７回通常総代会において、選任されました新役員３１名の皆様をご紹介します。
　任期は、平成２０年５月１３日から平成２４年５月１２日までの４年間です。

－８－

神戸市北区八多町
西　畑　　北本　幸之

神戸市北区大沢町
日西原　　尾下　健治
上大沢　　大家　正憲

神戸市北区淡河町
野　瀬　　宮本　和夫
神　影　　赤松　幸和
萩　原　　常深　文和
淡　河　　松本　安廣
北僧尾　　藤原　元治

神戸市西区押部谷町
福　住　　財田　美信
西　盛　　岩本　正夫
高　和　　松下　勇人
養　田　　寺本　浩

神戸市西区平野町
芝　崎　　吉川　輝雄
繁　田　　森岡　強司
西戸田　　山口　泰正

神戸市西区神出町
宝　勢　　稲田　秀夫
宝　勢　　正井　利実

北　　　　坂口　忠則
広　谷　　金澤　正
古　神　　竹中　一馬
田　井　　西馬　善和
東　　　　藤本　和幸

神戸市西区岩岡町
岩　岡　　三木　章利
岩　岡　　辰巳　重義
西　脇　　佐藤　好一
古　郷　　田中　初一
野　中　　芝地　實

明石市
大　窪　　藤田　憲二
長坂寺　　永井　千春
清　水　　安達　哲也

加古川市
野　村　　馬田　浩平
宗　佐　　織田　廣明
下　村　　芦原　安男
中西条　　花房　正幸
国　包　　畑　　義生

三木市(市内)
宿　原　　木下　英明
平　田　　永尾　護

鳥　町　　田中　勝彦

三木市別所町
東這田　　横田　義幸
正法寺　　高嶋　秀忠
興　治　　藤本　勝美

三木市志染町
戸　田　　大野　雅生
志染中　　井上　隆文
細　目　　忍海邊秀明
吉　田　　橘田　和典
広　野　　西村　一彦

三木市細川町
瑞　穂　　石原　協
中　里　　信國　政照
増　田　　澤井　清宣
高　篠　　木梨　隆

三木市口吉川町
里　脇　　大塚　浩洋
笹　原　　杉本　潔
殿　畑　　山�　広治
桾　原　　土居　進
桃　坂　　大西　伸幸

 

三木市吉川町
湯　谷　　中野　孝基
大　畑　　福本　博美
楠　原　　田中　茂
豊　岡　　南　　勝美
稲　田　　藤田　直市
冨　岡　　西原　美孝
実　楽　　辻田　政顕

加古郡稲美町
加　古　　黒田　和夫
加　古　　井上　安男
加　古　　山口　剛
加　古　　福田　幹夫
蛸　草　　岩本　保
印　南　　松原　高
印　南　　水野　良樹
野　谷　　山口　英樹
草　谷　　藤原　久夫
野　寺　　橋本　幹雄
中　村　　藤本　惠
北　山　　井上　富男
幸　竹　　小柴　忠雄
六分一　　田中　清文
　岡　　　松浪　和廣
　岡　　　平山　善弘
国　安　　藤田　宗弘
国　岡　　鳴瀧　 司

�第４２号 東播用水だより 平成２０年５月３０日

新総代の紹介

新役員の紹介

氏　名選任地域理事監事

西井公一北区八多町理事

東本　晄北区大沢町理事

宮脇　博北区淡河町理事

北井和利西区押部谷町理事

井上峯生西区平野町理事

西馬紀雄西区神出町理事

梅田幸広西区岩岡町理事

長尾　勉明石市理事

松尾太一加古川市理事

栗田一夫三木市内理事

稲岡洋右三木市別所町理事

市原　進三木市志染町理事

大西保弘三木市細川町理事

藤田博冨三木市口吉川町理事

桑原義孝三木市吉川町理事

藤田　忠三木市吉川町理事

福田眞左男加古郡稲美町理事

坂本幹男加古郡稲美町理事

西澤一弘加古郡稲美町理事

藤本一三加古郡稲美町理事

大村伊三夫加古郡稲美町理事

安藤直哉神戸市＊理事　

稲岡安則加古川市＊理事　

藪本吉秀三木市＊理事　

橋本博嘉稲美町＊理事　

藤本英市淡山土改区＊理事　

田良原芳樹神戸市北区監事

田中隆雄神戸市西区監事

吉本　鼎三木市監事

井澤捷治加古郡稲美町監事

加澤博敏明石市＊監事　

＊：員外
淡山土改区：兵庫県淡河川・山田川土地改良区
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　平成２０年５月１９日開催した理事長及び総括監事の互選会において、土地改良区の新執行体制が決定しまし

たのでお知らせします。

　その後、第１８７回理事会、平成２０年度第１回監事会に先立ち、それぞれ互選会が開催され、土地改良区の

事業執行、事務局運営について役職員一丸となって進めて行くことを確認しました。

（敬称略）

理　事　長　　　大村伊三夫　　　　　　　　副理事長　　　安藤　直哉

副理事長　　　藤田　博冨　　　　　　　　総括監事　　　吉本　　鼎

副理事長　　　福田眞左男

決定！　 理事長・総括監事

　この度、新しく理事長に就任しました大村伊三夫

でございます。

　さる５月１９日に開催されました互選会において理

事長にと推挙され、微力ではありますが組合員並び

に役員の皆様のご協力、さらに関係機関のご指導を

賜りながら土地改良区の事業推進、運営に努めてま

いりたいと思います。

　東播用水土地改良区は、水土里ネット東播用水と

称して、これまで受益者をはじめ、地域住民への広報

が推進され土地改良区の使命や東播用水の重要性に

ついて理解が深められてきましたが、われわれが進

める事業が円滑に推進できる環境づくりとしても工

夫しながら、今後も邁進して行く必要を感じており

ます。

　特に受益者、受益地域各位へのアピール及び水源

地域の皆様との交流を深めたいと考えております。

　国営東播用水事業が平成５年３月末に完了し、国

営関連事業が推進され今年度で配水可能地域は全域

に広がっております。その状況において、ほ場整備

事業における換地処分登記の完了と併行しながら東

播用水土地改良区の土地台帳の精査を進める必要が

あります。

　土地改良区の運営基盤の安定に最も必要な未収賦

課金の徴収促進と対策についても、理事の皆さんと

相談しながら具体的な対応を取って行きたいとも考

えております。

　管理しております水利施設もすでに更新中のもの

もあり、国で実施されておりますストックマネージ

メント事業により機能診断調査の結果を見ても、施

設の老朽化と補修の必要ヵ所等が確認されています。

これらの状況を経過観察しながら中長期的な整備計

画の樹立と前理事長が進められてきたことに対し十

分な理解をもって、今後の土地改良区運営に努めて

まいりたいと考えますので、組合員の皆様のご理解

を頂きご協力をお願い申し上げ就任のごあいさつと

致します。

理事長就任あいさつ

理　事　長

大　村　伊三夫
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平成２０年度事務局組織図

戸田主幹土地改良功労者表彰を受賞
　平成２０年３月１６日に開催された兵庫県土地改良事業団体連合会総会において、会長から土地改良功労者表彰を

授与された戸田文雄君は、国営東播用水事業の農地造成が最盛期を迎えようとするとき、昭和５６年４月に採用以来

２７年間土地改良事業に関わってきました。

　その間、農地造成工事、換地業務等の推進に従事し、国営事業完了後は三木市吉川町・神戸市北区大沢町などの

北部地域を主に配水管理業務の要として活躍しています。

　平成１９年度から新規事業として東播用水「水と緑
の交流」実行委員会が実施主体となって推進してい
る「農業用水水源地域保全対策事業（普及促進対策）
ひょうご地区（加古川水系）」の啓発普及のため、水
土里ネット兵庫（兵庫県土地改良事業団体連合会）
が作成したロゴマークを紹介します。

　東播用水土地改良区では、水難事故防止やゴミ等の
不法投棄対策のため、これまで水利施設周辺に設置した
看板が劣化したところの交換と追加設置を進めています。
　この看板は、国営造成施設管理体制整備促進事業
（管理体制整備型）東播用水地区の強化支援事業の一
環として製作したものです。

水土里の源　ロゴマーク　決定 安全啓発看板の増設を進めています
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１、はじめに
　東播用水の水源は、最上流部に位置する川代ダム（篠山市大山下）、中央部の大川瀬ダム（三田市大川瀬）、
下流部に呑吐ダム（三木市志染町三津田）があり、これらの三つのダムを結ぶ導水路のほか、呑吐ダムか
ら中央幹線水路の７号分水工（兵庫県企業庁の神出浄水場）まで近畿農政局加古川水系広域農業水利施設
総合管理所（通称、加古川総管）が管理し、これ以後の地元のため池（補給水源）等までの農業水利施設
を東播用水土地改良区が管理（配水・施設管理）を行っています。
　土地改良区は、用水路（管水路・開水路）を約３７０�、頭首工２ヶ所、揚水機場２４ヶ所の水利施設を操
作して約４９１ヶ所の溜池や河川に注水しています。この水利施設のうち事務所から揚水機場４ヶ所、分水
バルブ４ヶ所、頭首工取水ゲート１ヶ所を遠隔操作することができます。
　平成２０年度の配水計画地区面積は、約７，３８１ｈａを見込んでおり、これは全体受益面積の約９９．５％に相当します。

２、管理の区分
ダムなどの水源から農地に水が届くまでの管理は３つに区分されています。
第１にダムや導水路の管理は、加古川総管です。
第２に幹支線水路の水利調整や溜池等への送水のためのポンプの運転やバルブ、ゲート操作は、東播用
水土地改良区の管理担当職員等がすべて行っています。
第３に溜池や井堰から農地までの間の管理は地元の水利組合で行うことになっています。

３、水利施設の点検整備補修
　土地改良区が管理する施設は、管理担当職員等が施設の点検整備を直接行うことを原則にしていますが、一
部を専門業者に発注して行う場合があり、こうした施設の補修、改修工事や水路周辺の草刈りや会所桝の泥上
げ作業にあたり、付近の皆様にはご迷惑をおかけすることがありますが、ご理解とご協力をお願いします。

４、送水開始や送水停止の依頼
　溜池貯水量等の状況によりダムや頭首工から送水が必要な時は、水利組合から届けて頂いている水利委
員の方から土地改良区の事務所に連絡して頂くことになっていますので、組合員個人から直接、送水開始
や停止は受付けていませんのでご理解をお願いします。

５、路線別の各水利委員の皆さんにお願いすること
１）送水を適切に行うために。
�溜池貯水量・水位・用水の見込みの状況を常に把握し、送水開始・停止を依頼する。
�渇水対策の協議調整及び地元組合員に指導をお願いします。
�水路からの漏水や溢水する恐れがあるなどを気づかれた時は連絡して下さい。
�揚水機の運転異常（赤色灯等が回転しているなど）を発見された時はお知らせ下さい。
　※揚水機が関係している路線の委員
２）　事務関係の地元の窓口としてご協力をお願いします。
�土地改良区賦課金の賦課徴収や関連する事務
�土地改良区土地原簿の確認、修正の必要がある場合などの地元調整及び集約
�ほ場整備事業区域の換地処分登記済みに伴う土地原簿の更生・確認作業
�高畦畔の賦課金免除に関する事務
３）　土地改良区運営をよりよくするために組合員と事務局のパイプ役をお願いします。
�関係者の意見や要望の取りまとめ
�説明会等の会合の開催や準備の協力

６、水利委員と管理担当職員との連絡調整方法
　水利委員と路線担当職員との連絡調整は下記による方法を原則にしていますので、用水調整をスムーズ
に進めるためにご理解をお願いします。

東播用水の維持管理概要
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各水利委員　⇔　電話・ＦＡＸ・ｅ－ｍａｉｌ　⇔　事務局業務担当
注１：連絡調整は、土地改良区の事務所に電話でお願いします。
　　　（ＦＡＸ又はＥメールも受付けます。必ず地区名･溜池名及び委員名・用件・連絡先を記入して下さい。）
注２：平日の夜間並びに休日の事務所の電話は、留守番電話になっていますので、地区名・溜池名・委

員名・要件・必要に応じ連絡先を伝言して下さい。
　　　但し、かんがい期（おおむね５月中旬から９月上旬までの間）は、業務委託員が電話の対応をし

ますので、上記に準じて用件を簡潔に伝達して下さい。
注３：送水開始、送水停止の連絡は、平日のＡＭ８：４５～ＰＭ５：３０の時間内にお願いします。
　　　原則として翌日以降の対応になりますのでご理解をお願いします。
注４：水利委員を変更する場合は､その時点で事務所に変更届（別途様式）を提出して下さい。
注５：平日の夜間並びに休日（土曜日、日曜日、及び祝日）は、水量や送水先の変更はできませんので、

ご注意をお願いします。但し、送水中に溜池が満水になる、また急な降雨などによる送水停止が
必要な場合は対応しますので、ご連絡をお願いします。

７、管理担当職員の分担と構成　（平成２０年４月１日現在）

◇維持管理総括
業務担当主幹（総括）　坂元正美管理責任者
維持管理事業総合調整担当

◇施設管理担当
業務担当主幹（配水）　　　戸田文雄
施設整備補修担当　　　　松田忠一
電気機械施設担当　　　　梶　英司

◇国営造成施設管理体制整備促進事業
事業調整推進担当　主幹　坂元正美
強化支援事業担当　主幹　坂元正美・担当　松田忠一　
計画・推進担当　　主幹　藤田浩昭　

◇新農業水利システム保全対策事業・土地改良施設維持管理適正化事業
事業総合調整担当　主幹　戸田文雄　
事業施設担当　　　　　　松田忠一・梶　英司

＜淡河幹線水路萩原地先＞ ＜岩岡支線水路大道星地先＞

東播用水土地改良区事務所（中央管理所）
　三木市志染町井上６８３　ＴＥＬ　０７９４（８７）０５４５　ＦＡＸ　０７９４（８７）０５４７　メールアドレス：soumu＠toban-yosui．jp

　　◇用水管理業務担当主幹（配水）戸田文雄
　　　○北部担当　　　松田忠一 

　　　
○南部担当　　　梶　英司

大川瀬導水路・吉川支線水路・大沢支線水路・
吉川南支線水路・北神戸（第１・第２）幹線水路・
ゴルフ支線水路・北２号支線水路・
北３号支線水路・北４号支線水路・
豊岡支線水路・口吉川支線水路・細川支線水路

淡河幹線水路・山田幹線水路・広野支線水路・
別所支線水路・神出支線水路・合流幹線水路・
旧岩岡支線水路・中央幹線水路・明石川支線水路・
岩岡支線水路・平野支線水路・
練部屋分水工関係５支線水路（森安・印南・加古・
天満・蛸草）・美嚢川、志染川水系



１．国営造成施設管理体制整備促進事業（管理体制整備型）とは！
　平成１２年度から実施しているもので、農業用水路や溜池などの水利施設が有している洪水防止機能・農
村地域の景観保全・地下水涵養・親水効果などの農業生産面以外の多面的な機能に着目して、地域と連携
した管理体制づくりを進めようとするものです。

２．事業の目的
　色々な多面的機能を発揮している水利施設を地域の財産（資源）ととらえて、適切な管理を促進し多面
的機能が地域に定着・浸透するための活動に加え、水利施設の整備を行なうことによって、管理体制の拡
充を図るものです。

３．事業の内容
　目的達成のために国・県・市町が東播用水土地改良区の維持管理事業を支援するものです。
　この事業は、管理体制整備計画策定事業・推進事業・強化支援事業の三つに区分されていますが、東播用水土
地改良区は地域住民の協力を得て管理体制を拡充するための検討・組織化を進めるほか、水利施設の高度化施
設整備（フェンスの設置・余水吐の設置・放水路の改修・管理用道路の整備など）を行ない、多面的機能発揮のため
の維持管理を行うための経費と水利施設の整備には多額の事業費が必要となりますが、特に水利施設の整備に要
する経費については下記補助率のとおり国･県･市町から支援（補助）を受ける事業です。
＜補助率＞
　　国５０％・県２５％・市町２５％
　水利施設の整備工事の実施にあたっては、地域住民、並びに農家のご協力とご理解をお願いします。
また、下記の多面的機能管理費の農家負担軽減に大きく関係しています。
　☆遠方監視制御システムの点検・整備・保守・運用　☆揚水機場の点検・整備・補修・電気料金等
　☆非補助の水利施設の補修・整備工事　　　　　　　☆電話等の通信費・管理車両点検・補修・燃料費
　☆維持管理に要する機械・器具の購入　　　　　　　☆管理事務所等の電気・水道・ガス料金
　☆施設に関する各種保険
　　　　（維持管理費）上記金額合計により調整した額×３７．５％が支援

� ���������������　　　　＜勝雄地区安全施設整備＞平成１９年度施工

４．どれくらいの農家負担が軽減されるのか？
　平成１２年度からの実績より
　　多面的機能管理費として　　　　　　　　　　　　　高度化施設整備費として
　　　　約１２，０００千円／年（１６０円／１０ａ）　　　　　　　　　約３４，０００千円／年（４５０円／１０ａ）
　　※約６００円／１０ａ／年の軽減

５．この事業を推進していく上において！
　この事業を進めるために必要な多面的機能発揮に要する維持管理体制整備のため、地域住民の皆様のご
協力を得ることが必須になっています。
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国営造成施設管理体制整備促進事業（管理体制整備型）は
地元負担の軽減に大きく寄与しています！

整備前 整備後



　東播用水土地改良区では、地域住民と農家の協力を得て水路周辺のよりよい環境の維持保全、水難事故
防止対策などを目的に環境保全作業（水路周辺の草刈払い処分、ゴミ拾いなど）として協力をお願いする
「地域環境保全推進活動」（２１ヶ所を計画）の推進を図っています。
　現在、岩岡支線水路と別所支線水路に関係する９地区の自治会、医療法人等のご協力を得るまでに至っています。

　※『農地・水・環境保全向上対策』との違い！
　　農地・水・環境は地域活動により農村の機能を保全しようとする地域コミュニティ－に対する支援です。
　　本事業による推進活動は、多面的機能を発揮する施設、水環境を保全することに対する支援です。
　
　このほかに梅雨、台風などによる降雨により水路に流入する水を安全に放流しなければなりませんが、
水路を流下している状態監視とその情報提供（重点監視ポイントとして１５ヶ所を計画）の協力を頂くこと
を目的に「東播用水水路情報連絡協力会」の組織化を進めています。
　現在、重点監視ポイント５ヶ所（公共機関、医療法人、３自治会）のご協力を得ているものです。
　水土里ネット東播用水は、「地域環境保全推進活動」と「東播用水水路情報連絡協力会」の活動を推進
し安全安心、地域に貢献する「東播用水」を目指したいと考えています。

　　　＜上北古地区防塵対策＞　平成１９年度施工
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　この「新農業水利システム保全対策事業」の内セ
ミハード事業（管理省力化施設整備事業）は平成１８年
度から兵庫県（北播磨県民局地域振興部三木土地改
良事務所）が事業主体で実施しているもので、管理
の省力化を図るため遠方監視制御施設の更新、監視
子局の見直しや、除塵機、流量計等の設置、更新に
よる維持管理費の低減を主たる目的とした事業と
なっています。
　平成１９年度は、本地区の根幹である遠方監視制御
施設の更新に着手しました。
　この施設は、平成４年度に国営東播用水土地改良
事業により導入されたもので、
１）　水の有効利用
２）　水の合理的配分
３）　施設の保全と災害防止
４）　管理費の節減
　等を目的に整備されましたが、制御施設の老朽化
や交換部品の製造中止により所期の機能を発揮、維

持することができなくなってきていました。
　また、当時では最良の通信方法であったＮＴＴの
専用回線が近年の急速な通信技術の発展に伴い、よ
り安定的で安価な通信方式が普及したことから維持
管理費の低減のため光ケーブル通信をはじめとした
民間通信サービスへ切り替えることとしています。
　工事は平成２２年度までの３ヵ年をかけて実施しま
す。平成１９年度には、親局設備、監視子局の機器の
製作を行いましたが、平成２０年度は、これらの機器
を随時更新し、新システムへ移行する予定です。
　また、この事業の内ソフト事業　農業水利システ
ム保全計画策定業務を東播用水土地改良区が主体と
なって進めて東播用水土地改良区受益地域を一つの
水利地域として、今後も多様に展開する社会情勢を
含む営農形態に対応し、各市町の定める地域水田農
業ビジョンの実現に向けて水利面から支援すること
を目的としています

新農業水利システム保全対策事業の推進状況について
平成１９年度の実績と平成２０年度の実施計画（概要）について

整備前 整備後
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１） 事業概要
　この事業は、土地改良施設の機能低下の防止、機能回復等のため、定期的に行なう必要のあるポンプの
オーバーホール、ゲートの塗装、用排水路の補修、その他の整備補修及び施設の改善に対して助成されます。
　この事業は、一般の補助事業と異なり土地改良区等が相互扶助的に実施します。具体的には整備補修を
希望する土地改良区等が「適正化事業」に加入し、定められた期間内（５年間）に整備補修等に必要な経
費（加入事業費）の３０％を積み立て、その積立期間内の定められた年度に整備補修等を行ないます。
　この事業は、団体営規模以上の事業により造成された施設で１施設当たりの事業費が２００万円以上で実
施できる事業です。
　　　　　補助率　国　３０％・県　３０％・地元４０％（県土連に３０％を５年間で均等拠出する。実施年度に９０％

の交付を受け１０％負担して実施する。）
　注）実施年度に負担する１０％の地元負担金は、市町から受益面積割で補助を得ているため、実質的な農
家負担は３０％です。ただし、実施額が加入事業費を超えた場合は、その超過分は非補助となります。

２）実施状況
　　この事業は、平成８年度から加入し継続して実施しています。

〈年度別実施計画表〉

備考実施年度
予定年度施設・路線等概要実施事業費

千円
加入事業費
千円期生加入

年度
H8・H9押部谷Ｐほか８，５０７７，５００２０８
H10淡河幹線水路３，０４５３，０００２１９
H10神出支線水路３，７８０３，０００２２１０
H12・H13淡河幹線水路ほか１７，５０９１７，５００２３１１
H12・H16合流幹線水路ほか１６，０００１６，０００２４１２
H14～H16口吉川支線水路ほか２１，８４０２１，２００２５１３

００２６１４
H15・H16明石川支線水路ほか６，５１０４，８００２７１５

変更H19岩岡支線水路２，４１５２，４００２８１６
H17・H21岩岡・口吉川支線水路３，０９８６，５００２９１７
H20大沢第２段揚水機場０１０，０００３０１８

００３１１９
H20・H22・H23平井支線ほか０１４，７００３２２０

８２，７０４１０６，６００計

土地改良施設維持管理適正化事業の概要と推進状況について

　東播用水土地改良区では、兵庫県土地改良事業団
体連合会が事業主体となって、水源地域と受益地域
の住民が水源地域を取り巻く現状や課題について理
解を深めるための多様な活動を推進しています。

事業名：農業用水水源地域保全対策事業（普及
促進対策）

地区名：ひょうご地区（加古川水系）
実施主体：東播用水「水と緑の交流」実行委員会
事務局：東播用水土地改良区

　この事業は、良質な農業用水の安定的な供給と国土
保全のためには、水源地における森林について、水源
涵養機能の発揮、土砂流出防止機能の向上や良好な
森林水環境の形成を図る必要があります。また、地球

温暖化対策問題は人類全体の重要な環境問題のひと
つであり、京都議定書に定められた森林吸収目標の達
成に向けて森林整備等の強力な推進が不可欠です。
　このため、兵庫県において作成する普及促進基本
計画に基づき水の恩恵を受けている農業者や地域住
民等に対し水源地域の現状と課題について理解を深
められるよう、いろいろなイベントの開催、地域イ
ベントに参加し普及啓発するため、平成１９年度～平
成２４年度までの６年間実施するものです。
　この事業の実施体制は、兵庫県土地改良事業団体連
合会、東播用水「水と緑の交流」実行委員会及び東播
用水土地改良区が三位一体となって連携して進めます。
　東播用水「水と緑の交流」実行委員会が行う各種

森林水環境が気になります！
農業用水水源地域保全対策事業を実施中
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　「地球温暖化」という言葉が最近大きな声、多くの

声で叫ばれるようになりました。

　地球温暖化は、地球を取り巻く大気中に含まれる

温室効果ガスの量によって地球全体の平均気温が上

昇する現象のことです。

　温室効果ガスには、二酸化炭素（CO2）、メタン

（CH4）、亜酸化窒素（N2O）、フロンなどさしていま

す。

　近年、産業の発展や森林の開拓などの人間活動の

活発化に伴って、大気中の温室効果ガスの濃度が増

加し、大気中に吸収される熱が増えたことによる地

球規模での気温上昇が進行しています。

　地球温暖化による影響についていろいろな情報が

ありますが、次のことが挙げられています。

・平均気温の上昇による海水の膨張や氷河の融解

による海水面の上昇

・気候メカニズムの変化による異常気象が頻発

・水不足や水害が増加するなどによる水需給バラ

ンスが崩れ、水資源の格差が世界的に拡大し農

業用水に影響を及ぼす。

〈自然生態系の変化〉

　植物はそれぞれが適した地域に生息していますが、

温暖化が進行すると北又は高所に移動しなければな

りませんが、移動速度についていけない植物は絶滅

の恐れがあります。

〈沿岸域の水没〉

　沿岸域の低地が海水面上昇によって水没するとこ

ろが生じ、人間の居住域、動植物の生息場所、海岸

侵食、淡水帯水層への塩水進入、台風高潮被害など

深刻な影響が予想されます。

〈農村環境への影響〉

　農村環境としては、農村の水循環系、土壌生態系、

植生、野生動物や昆虫の生息分布、沼地、湿原の減

少などに影響が現れるといわれています。

　農業への影響としては、栽培適地の移動、積雪の

減少による河川流量の減少、高温障害による農産物

生産量の減少、品質低下、病害虫の増大、ダムやた

め池の水温上昇、無降雨日数の増加による渇水頻度

の増大、集中豪雨の程度、頻度の増大、河口からの

塩水遡上の拡大、地下水の塩水浸入

　農地への影響としては、蒸発散量の増加による農

地の乾燥化、土壌浸食・農地災害の増加、農地の湿

潤化、農村の湛水被害の増加、沿岸農地の塩類集積

〈農業用水への影響〉

地球温暖化と身近な農業農村に与える影響と適応･緩和策について

イベント等を支援します。
○呑吐ダムフレッシュアップウォーキング
○源流ミニツアー
○水源地親子探検隊ミニツアー
○市町イベントに出展
○農業用水受益者による水源地域、森林水環境に
関する調査研究会
○東播用水土地改良区が管理する水利施設に水路
名称等の看板を設置
○上記のイベント等に配付するパンフレットなど
を作成・配付
○普及啓発のためののぼり旗や垂幕などの作成・
掲示

　この事業の事業費は、事業の目的等の関係から国
費によって賄われますが、実行委員会と土地改良区
は、企画立案、実施において必要なスタッフなど人
的に協力しています。
　東播用水の主要水源である篠山市の森林の保全状

況が良好であれば、良質な農業用水が安定的に川代
ダムで取水することができることになることから、
ささやまの“森林水環境が気になります！”を合言
葉にして篠山市森林組合と交流を図り東播用水受益
者や下流地域の住民が森林水環境の保全について何
ができるか、何をすべきかを調査研究し具体的な活
動内容を決定し、水利委員・総代・役員の皆様のご
協力を頂きながら進めようと考えています。
組合員の皆様のご協力とご理解をお願いします。

水路名称明示看板とのぼり旗を設置
（神戸市北区淡河町淡河　淡河幹線水路国道４２８号線

上部を跨ぐ淡河幹線水路）



　東播用水「水と緑の交流」実行委員会では、いろいろな普及啓発用パンフレットを作成しましたので紹介します。

　希望者に提供していますので水土里ネット東播用水まで申し込んでください。

部数には限りがありますので、送付できない場合又は送付が遅れることがあります。
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東播用水概要書 大地を潤す地域の宝
 東　播　用　水

わたしたちの東播用水 御坂サイフォン

　融雪利用可能水量の減少、灌漑必要水量の増大、

ダム湖、ため池の水質悪化、地下水涵養量の減少、

河川表流水、地下水の利用可能水量の減少

〈土地改良施設への影響〉

　ダム湖への土砂流入の増大、洪水流下能力、排水

機能の不足、低平地の排水機場、排水樋門の能力不

足、海岸保全施設の機能と安全性の低下、流域内、

近隣ダム間の貯水量バランスの不均衡

　このような多種多様な影響･傷害が発生するとい

われている。

　これらの対応策として考えられるのは次のとおり

です。

　品種の変更・作期の変更・作付体系の変更・かけ

流しかんがい等の導入などの営農努力が必要ですが、

水管理･操作の方式の見直しを行い、さらに水利施

設の改良、改修が必要になってくるとも言われてい

ます。

　このほかに渉水力発電・風力や太陽光発電の導入

などによる化石燃料使用抑制を進め温室効果ガスの

発生を抑え、水源地域の森林の保全等によるCO2な

どの温室効果ガスの吸収力の増強が必要ではないで

しょうか。

　組合員の営農活動、家庭での工夫のそれぞれの対

応は、一つ一つとらえれば小さなものですが、全体

的な取り組みに発展すれば大変大きな効果を生むこ

とが可能ではないでしょうか。

　土地改良区事務局でも、エコライフに心がけ、経

費節減につながればと思っています。

東播用水のパンフレットのいろいろ



（法務局や市役所等への届出では、土地改良区の台帳は修正されません。）
　

◎土地の所有権（売買、相続等）・耕作権の異動（小作等）

◎組合員の交替

　　（組合員の死亡、農業者年金受給による経営移譲等）

◎住所変更

このような時は、土地地改良法によって組合員から土地改良区へ届出するよ

う義務付けられております。

改良区へ届出のない場合は、資格は変更されません。賦課金は、そのまま現

資格者に賦課されますので、ご注意ください。

提出書類　⇒　組合員資格得喪通知書

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◎農地を宅地等へ転用される方は、土地改良法により決済（転用決済金）が必要

となります。

転用によって残った農地が土地改良施設費等の負担を負うことになります。

そこで負担の公平を図るため、土地改良法により、決済金を納めていただく

ことになっています。

◎２０年度　農地転用決済金額

☆総合管理事業決済金　１０アール当り　２５，５００円

☆維持管理事業決済金　１０アール当り　９３，５００円

☆国営東播用水事業負担金　　各市町により異なります。

☆意見書等発行手数料　１申請　　　　　１，０００円

◎公共用地に売渡した場合（道路・河川・公園・建物等）でも転用決済金の納付

が義務づけられています。

提出書類　⇒　農地転用等通知書・地区除外申請書・その他書類

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◎賦課金の口座振替（農協）の活用を推奨しています。

賦課金の納入につきましては、便利な口座振替をお勧めします。当分の間は

賦課金の２%還付（差引額を振替）します。

提出書類　⇒　口座振替依頼書

土地改良区は組合員皆様の賦課金で運営されています。

納期限内の納入にご協力お願いします。

◎賦課金に係る高畦畔免除の届出について

ほ場整備事業による換地処分が完了した農地、あるいは国土調査済の農地を

対象に、水張面積に対し最大畦畔面積以上（水張面積に対し２０％を超える面

積）を免除します。

提出書類　⇒　高畦畔免除申出書

－１８－

農地の異動、

組合員の資格交替等が

あったとき

農地を転用または、

公共事業用地として

転用するとき

賦課金についての

お願い

こんなときは、必ず土地改良区へ届出てください！
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◎賦課金納入証明書の発行につきましては１件５００円の手数料を徴収いたします。

東播用水土地改良区の賦課金は確定申告の際の控除対象となりますので領収書

をなくさないように保管してください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

賦課金納入

証明書について

 ほ場整備事業完了地区の賦課面積について
　東播用水土地改良区の賦課面積の基準は定款第２４条第３項の規程により「この土地改良区の地区内

にある全部につき不動産登記簿登載面積を基準として土地原簿に記載された賦課対象面積」としています。

　この基準により、ほ場整備事業で造成された農地に対しても換地処分登記が完了するまでは従前地

面積（造成前の公簿面積）により賦課金を請求しています。

　近年、ほ場整備事業が完了される地区の増加に伴い換地処分登記が進んできていますので、本区として

も関係機関、関係土地改良区、組合員等からの申出で土地原簿の置換作業を下記の手順で行っています。

　組合員さんの地区で、今年の１２月末までに換地処分登記が完了する場合は本区関係役員、総代、水
� �������������������������������
利委員さんを通じて土地改良区まで申出をお願いします。
� ������������������
　※１２月末までに申出をいただきますと翌年度から置換後の面積を適用致します。
� ���������������������������������������������������������������

《土地原簿置換作業の手順》

上記の手続きについてのお問い合わせ先

東播用水土地改良区　総務担当

　�0794（87）0545
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上記の通り、行事を予定しております。詳しくは市町広報・パンフレット等でお知らせしますので、ぜひ参加してください。 

東播用水　源流ミニツアー 呑吐ダム フレッシュアップウォーキング 

東播用水「水と緑の交流」実行委員会からのお知らせ

呑吐ダムの右岸部の広場や道路を活用し、平成１７年から会員を
一般募集し手作り公園を育てています。 
平成１９年末で会員が３０２名、桜の植樹が１８０本となり、今年の

春には数本の花の開花が見られました。 
今年も若干名の会員を募集しますので、ご賛同いただける方々
を募集しています。 
会費は８,０００円/人（５年間の会費）  
※詳しくは事務局（東播用水土地改良区）までお問合せください。 

呑吐ダム桜並木「水土里の路」公園だより 

千年桜が開花しました。 

東播用水は神戸市や東播磨地域の農業用水や水
道水を供給するため、篠山市川代で取水し、大川瀬ダム・
呑吐ダムを経て地域に恵みの水を送り続けています。 
この『源流ツアー』は、東播用水の源流・丹波篠山を
訪れ、施設を見学いただくと共に、上流との交流を深め
ることを目的としています。 

呑吐ダムフレッシュアップウォーキングでは、水を使う受益
者と一般住民、さらに源流にお住まいの方々等が一緒に
集い、ダム湖周辺のコースをウォークラリー形式で楽しんで
いただく、「水土里の路」ファミリーウォークを開催します。又、
イベント会場のつくはら桜の広場では特産物の販売、豚汁、
ゲーム等も行っております。  
又、併せて東播用水事業関係地域に所在する小学生等

と保護者を対象にし、呑吐ダムなどの施設や水に触れ合い、
水の大切さ、森林、里山、川、農地などの関り合いなどを知っ
てもらい、その大切さを学んでもらう「親子水源地探検隊ミニ
ツアー」を開催しています。    

行　程 

出発地  
西神・明石・加古川・  
三木・稲美の各乗車場所 

川代ダム  
歓迎式・ダムの見学・ 
黒枝豆の収穫体験 

篠山 
味まつり 
（市内散策） 

市内散策を
お楽しみください

平成１９年は１７５名の参加があり、源流の丹波篠山を訪れ交流、施設見学、収穫体験を行いました。 
歓迎式典 黒枝豆の収穫体験 平成19年は約500名の来場者があり、ファミリーウォークに156名、 

親子水源地探検隊ミニツアーには92名が参加されました。 

ファミリーウォーク 親子水源地探検隊ダム内部見学 

開催開催日：平成平成２０年１１月上旬予定上旬予定 開催日：平成２０年１１月上旬予定 開催開催日：平成平成２０年１０月予定予定 開催日：平成２０年１０月予定 
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お 問 い 合 わ せ  

〒673-0512  三木市志染町井上683

東播用水土地改良区  
TEL　0794-87-0545 
FAX　0794-87-0547

メールアドレス ： soumu@toban-yosui.jp
ホームページアドレス ： http://www.toban-yosui.jp
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